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                 【しながわ CSR推進協議会メールマガジン】              

                                 2019.1.29 <第 63号>  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■今回も「しながわ CSR 推進協議会」の会員企業様をはじめ皆様に、 

 本協議会内での情報共有や企業の社会貢献活動などに役立つ情報の提供を目的に、 

 メールマガジンを発行いたします（毎月 1回程度）  

 貴社の CSR部門や総務部門、防災対策部門など、関係部署へ転送いただき、 

 ご活用いただければ幸いです。  

 また、会員企業様が実施されている社会貢献活動について、広く周知をさせて 

 いただきたいと思いますので、皆様からの積極的な情報提供もお待ちしております！ 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■   

≪今月のラインナップ≫                    （文中敬称略） 

１．【募集】2月 6日（水）CSR講演会と活動事例発表会の開催 

 

２．平成 30年 12月 14日（金）しながわ CSR推進協議会 課題別分科会（教育）を開催 

 

３．平成 30年 12月 21日（金）しながわ CSR推進協議会 合同活動（清掃美化活動）を実施 

 

４．1月 21日（月）都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトへの協力 

  【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】 

 

５．【募集】5月 28日（日）「しながわ ECOフェスティバル 2019」関係ボランティア 

             団体 参加募集 ※締切：2月 10日(金) 

 

６．【募集】2月 20日（水）文部科学省 平成 30年度青少年の体験活動推進企業表彰 

      表彰式及びシンポジウムのお知らせ ※締切：定員になり次第 

 

７．協働ニュース品聞(しなもん)23号を発行しました！ 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 ※各内容の問い合わせ先について、記載の無いものは、各リンク先もしくは、 

  最下段の「発行」元であるしながわＣＳＲ推進協議会事務局までご連絡ください。 

 

【 今月のラインナップ 】 

----------------------------------------------------------------------------  

１．2月 6日（水）CSR講演会と活動事例発表会の開催 

---------------------------------------------------------------------------- 

 2月 6日(水）「現代に生きる『企業は社会の公器』－これからの地域社会をつくる 

持続可能な企業と経営－」と題した講演会（講師：PHP総研 主席研究員  

亀井 善太郎 氏）と、しながわ CSR推進協議会会員企業（幹事企業）である 

【株式会社トリドールホールディングス】によるＣＳＲ活動（社会貢献活動等）の 



活動事例発表会を開催いたします。 

 また現在区にて製作中の「しながわ子ども食堂」のＰＲ動画（約４分）を 

初放映する予定です。  

 まだお席に余裕がございますので、是非ご参加ください！ 

 

【日時】 

  ２月６日（水）午後２時３０分～４時３０分（開場２時）  

 

【会場】 

  品川区立総合区民会館（きゅりあん）１階小ホール  

 

【内容】 

  ◎第１部  

   ＣＳＲ講演会  現代に生きる「企業は社会の公器」 

            －これからの地域社会をつくる持続可能な企業と経営－ 

    ◆講師  

     亀井 善太郎 氏（PHP総研 主席研究員、立教大学大学院 21 世紀 

             社会デザイン研究科 特任教授等） 

    ◆経歴 

     慶応義塾大学経済学部卒業。日本興業銀行、ボストン・コンサルティング・ 

    グループ、衆議院議員等を経て現職。みずほ総合研究所アドバイザーも務める。 

    シンクタンカー、大学教員、NPOマネジメントとして民間からの政策の発案、 

    社会変革の担い手人材の育成、そして、自らその実践にも取り組む。  

     衆議院決算行政監視委員会参考人、内閣官房行政改革推進会議年次公開検証 

    評価者、自治体における行政改革等に関する各種審議会委員長や委員等を務める。 

 

  ◎第２部  

   活動事例発表会  

    株式会社トリドールホールディングス（東京本部：品川区大崎） 

     ※品川区では、しながわ子ども食堂の開設やひとり親家庭支援の 

      一環としてうどん教室の開催等のご協力をいただいています。 

 

 ※その他、現在製作中の「しながわ子ども食堂」のＰＲ動画（約４分）を 

  初放映する予定。  

 

 ※以下の区ホームページから、お申込できます。 

  （当日参加の場合、直接会場へお越しください） 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigyo/hpg00

0029879.html 

 

 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigyo/hpg000029879.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kigyo/hpg000029879.html


----------------------------------------------------------------------------  

２．平成 30年 12月 14日（金）しながわ CSR推進協議会 課題別分科会（教育）を開催 

----------------------------------------------------------------------------  

 「教育」をテーマに「しながわＣＳＲ推進協議会 課題別分科会」が 

平成 30年 12月 14日（金）に開かれ、会員企業 21企業 23名が参加しました。 

 意見交換に先立ち、区教育委員会より「ＣＳＲによる学校教育の充実」として 

報告があり、続いて会員企業のソニー株式会社より「自社のＣＳＲ・社会貢献に 

関する取組み・考え方」について説明がされました。 

 その後、3グループに分かれ「職業体験や企業訪問や出張授業などの学校支援 

プログラムの課題」「企業が取り組む事例紹介」「企業と教師との連携・ 

コミュニケーション」などについて意見交換を行い、それぞれ課題・要望等が 

発表されました。 

 また、今回の分科会には、区職員と学校と地域（企業）をつなぐパイプ役である 

区非常勤職員の学校地域コーディネーターも参加し、分科会終了後も活発な情報交換を 

行いました。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/2

0181219122940.html 

   後日、区ホームページ上に当日の配付資料等を掲載する予定です。 

 

----------------------------------------------------------------------------  

３．平成 30年 12月 21日（金）しながわ CSR推進協議会 合同活動（清掃美化活動）を実施 

----------------------------------------------------------------------------  

 平成 30年 12月 21日(金)、社会貢献活動の一環として会員企業による「清掃美化活動」が 

行われ、区内に事業所がある 25企業と区、あわせて 26事業所 135人が参加しました。 

 今回で 5回目となるこの活動は 15チームに分かれ、区立御成橋公園から、桜の名所であり 

冬は桜色のイルミネーションに彩られる目黒川周辺の他、大崎駅周辺や五反田駅方面で行い

ました。 

 

 参加者からは「大崎周辺は比較的きれいだと思っていたが、探してみるとゴミが意外と 

落ちていた」、「様々な企業の方と一緒に清掃をし、交流が出来たことが良かった。 

これをきっかけに、複数企業が協力し合い更に大きな社会貢献活動が実施出来たり、 

またこの活動が別の企業に広がり、社会貢献活動が実施される状況になると良いと思う」 

などの感想が寄せられました。 

 また清掃美化活動中、区民から「ありがとうございます。がんばってください」などの 

感謝の声が寄せられました。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/2

0190107103040.html 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20181219122940.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20181219122940.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20190107103040.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20190107103040.html


----------------------------------------------------------------------------  

４．1月 21日（月）都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクトへの協力 

  【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】 

----------------------------------------------------------------------------  

 会員企業（幹事企業）の【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】が 

1 月 21日（月）、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が主催する 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に協力したいと、 

120 点を超える小型家電を元ホッケー日本代表で品川区専門非常勤職員 

「品川区東京 2020大会コミュニケーター」の藤尾香織さんに手渡しました。 

 

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」とは、東京 2020 オリンピック・ 

パラリンピック競技大会の約 5000個の金・銀・銅メダルを、全国各地から集めた 

リサイクル金属で作る国民参画型プロジェクトです。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/2

0190121120337.html 

 

----------------------------------------------------------------------------  

５．【募集】5月 26日（日）「しながわ ECOフェスティバル 2019」参加団体募集 

----------------------------------------------------------------------------  

 5月 26日(日)午前 10 時～午後 3時に、しながわ中央公園他で開催される 

しながわＥＣＯフェスティバルでの展示ブースの出展や、アトラクションへの 

参加者を募集します。 

 環境について皆で楽しみながら考え、日頃の環境活動を多くの人に知ってもらい、 

新しい活動と交流の環を広げることが目的のイベントです。 

 参加申し込みは 2月 12 日（火）まで受付しておりますのでご興味がございましたら 

是非ご応募ください。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。    

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg

000013104.html 

 

【問い合わせ先】 

  品川区環境課環境推進係 

   TEL：5742－6755（平日 8：30～17：00） 

 

----------------------------------------------------------------------------  

６．【募集】2月 20日（水）文部科学省 平成 30年度青少年の体験活動推進企業表彰 

      表彰式及びシンポジウムのお知らせ 

----------------------------------------------------------------------------  

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190121120337.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2019/20190121120337.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000013104.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-event/hpg000013104.html


  文部科学省では、青少年の体験活動を推進することを目的として、平成 25年度より、 

「青少年の体験活動推進企業表彰」を実施し、企業が社会貢献活動の一環として実施 

された優れた実践を広く紹介しています。 

 この度、平成 30年度「青少年の体験活動推進企業表彰」とより多くの企業の方に 

教育 CSRに取り組んでいただくため、「表彰式及びシンポジウム」が以下のとおり、 

開催されます。是非ご参加ください。 

 

【主催】 

  文部科学省 

 

【日時】 

  2月 20日(水）15：00～18：00（開場予定 14：30） 

 

【会場】 

  文部科学省 3階講堂（千代田区霞が関 3-2-2） 

 

【対象】 

  青少年教育関係者、ＮＰＯ・関係団体、 

  ビジネスパーソン（経営層、経営企画、CSR・CSV、広報、人事教育担当者等）等 

 

【参加費】 

  無料（事前登録要） 

 

【応募締切】 

  定員 300名になり次第 

 

【内容】 

  ◆表彰式 

  ◆シンポジウム 

   ・基調講演 

     講 師「漆 紫穂子 氏（品川女子学院理事長）」 

     テーマ「学校現場における企業連携」 

   ・パネルディスカッション 

     テーマ「企業と青少年教育の連携とは」 

   ・ポスターセッション 

     受賞企業等による事業事例の紹介 

 

 ※詳細・申込は、以下のホームページをご覧ください。 

  https://www.csr-award2019.jp/ 

 

 

https://www.csr-award2019.jp/


【問合せ先】 

  アオイ環境株式会社内 

  平成３０年度「青少年の体験活動推進企業表彰」運営事務局（横山・立石） 

  電話：０３－６４３５－２３００（平日 10：00～17：00） 

  メール：info@csr-award2019.jp 

 

----------------------------------------------------------------------------  

７．協働ニュース品聞(しなもん)23号を発行しました！ 

---------------------------------------------------------------------------- 

 区内で活動する団体・個人のゆるやかなネットワークである 

「協働ネットワークしながわ」と品川区地域活動課が協働で発行する情報誌です。 

協働事例や地域課題の解決に取り組んでいる団体・事業の紹介などを掲載しています。 

ぜひご覧ください。 

   ※最新の協働ニュース品聞(しなもん)23号およびバックナンバーは 

   以下 URLの区ホームページからご覧ください。 

    http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm 

 

【問い合わせ先】 

  品川区地域活動課協働推進係 

   TEL：5742－6605（平日 8：30～17：00） 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 最後までお読みいただきありがとうございました。  

 みなさまの企業活動の参考になりましたでしょうか？  

 

 会員企業の方々が実施されている社会貢献活動について、広く周知をさせて 

いただきたいと思いますので、皆様からの情報提供も是非お待ちしています！  

 あわせて、本メールマガジンについてのご意見・ご感想も、よろしくお願い 

いたします！  

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

■以下のアドレスにて、バックナンバーや企業の社会貢献活動の一例を紹介中♪♪  

  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm 

 

■本協議会の PR動画（私たちの わ！しながわ ～しながわ CSR推進協議会～）は 

 以下のアドレスより、是非ご覧ください。 

 ＜【20分版】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY 

   しながわ CSR推進協議会の活動内容、【株式会社明電舎】・【東京サラヤ株式会社】・ 

   【寺田倉庫株式会社】のインタビュー、各会員企業のキャッチコピー等を 

   収録しています。 

 

mailto:info@csr-award2019.jp
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000020300/hpg000020208.htm
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY


 ＜【ダイジェスト版（2分動画）】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY 

 

■各会員企業のご担当者様のメールアドレスの新規登録・変更・配信停止などは、 

 以下の協議会事務局（品川区総務課総務係）までご連絡をお願い致します。  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

【発行】しながわ CSR推進協議会 事務局   

    品川区総務部総務課総務係  

    〒140-8715 品川区広町 2－1－36   

    TEL 03-5742-6625  s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp 

https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY
mailto:s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp

